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第１３回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年１２月１０日（金） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０時３５分 
 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 
 ●総務課 
 ①平成２２年度一般会計補正予算（第５号）の概要について 
 ②第５次清里町総合計画基本構想の設定について 
 ③国１次補正予算等に伴う町予算補正対応について 
 ●生涯教育課 
 ①清里町立学校設置条例の一部を改正する条例について 
 ②平成２２年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分） 
 ③江南小学校・新栄小学校の閉校式等の日程について 
 ④平成２２年度「全国学力・学習状況調査」結果概要について 
 ⑤公立高等学校配置計画（平成２３年度～平成２５年度）の概要について 
 ⑥平成２２年度清里町中高校生海外派遣研修事業について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 矢 定 雄 

     委 員   藤 田 春 男       委  員   中 西 安 次 
       委 員    加 藤 健 次      委  員    勝 又 武 司 

委 員    田 中   誠    ※議 長  村 尾 富 造 
 

 

○欠席委員    な  し 
 

 

○説明のため出席した者の職氏名 
■総務課長       古谷 一夫    ■総務Ｇ主幹      河合 雄司 
■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■企画財政Ｇ主査    阿部 真也 
■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■学校教育Ｇ主幹    鈴木  敏 
■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁 
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○職務のため出席した者の職氏名 
    事務局長  宇 野   充 

    主  任  鈴 木 由美子 
 

 

 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 おはようございます。第１３回総務文教常任委員会の会議を開催させて頂きます。 

 

 
○委員長 
 最初に、町からの協議・報告事項ということで、総務課から３点ございます。説明お願いいた

します。 
 
○総務課長 
 おはようございます。１２月定例会に先立ち、総務課より３点の協議・ご報告がございます。

１点目は、平成２２年度の一般会計補正予算（第５号）でございます。お手元の議案の２ページ、

３ページをお開き頂きたいと存じます。内容につきましては、後ほど担当の総括主査より予算概

要及び主な施策の内容についてご説明を申し上げたいと思いますけれども、今回第５号の補正に

つきましては、補正額総額２,６６５万２千円、補正後の予算につきましては４４億９,８６２万３

千円としているものでございます。主な内容といたしましては、後ほど補正予算概要にてご説明

申し上げますが、診療所の医療機器の関係、さらには最終処分場のブルドーザー更新の関係、江

南小学校及び新栄小学校の閉校準備に伴う所要の補正予算、さらには清里小学校の暖房機の更新

を冬休み前に行いたいと考えております。さらには当初予算で保留にいたしておりました、明年

度から改訂となります学校教育課程の教師用の各指導書等の関係、こういったものを補正をさせ

て頂きたいと、かように考えてございます。具体的な内容につきましては、議案の２ページ、３

ページをもって担当の総括主査よりご説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 
 
○企画財政Ｇ総括主査 
 それでは、平成２２年度一般会計補正予算（第５号）についてご説明いたします。資料の２ペ

ージをご覧下さい。各款ごとの補正額の全体についてご説明申し上げます。まず歳出よりご説明

いたします。総務費につきましては、１つの団体及び２名の方より寄附金を頂いております。町

の振興発展のために、札弦○やろう会より４万９,１２０円を頂いております。こちらにつきまし

ては、財政調整基金に積立を行って参ります。また、東京大学陸上部ＯＢの方１名から頂いた３

万円。それと同じく東京大学陸上部ＯＢの方から頂いた２万円、合計５万円につきましては、ふ

るさと寄附金として頂いてございまして、こちらはふるさと基金に積立を行って参ります。総務

費の補正額は合計で９万９千円でございます。民生費につきましては、事業費増に伴う費用弁償

の補正でございまして１０万６千円を計上してございます。衛生費につきましては、診療所医療

機器整備事業といたしまして、電子内視鏡システムの導入経費に１,４７３万７千円の補正、また
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最終処分場に設置しておりますブルドーザーの導入経費といたしまして３０５万５千円の補正。

衛生費合計では１,７７９万２千円を計上してございます。農林水産業費につきましては、造林推

進事業費補助の事業費増に伴う補正といたしまして４６万１千円を計上してございます。消防費

につきましては、人件費の減額に伴う斜里地区消防組合本部負担金８７万５千円の減額補正、そ

れと合わせまして斜里地区消防組合清里分署負担金１万４千円の減額補正。消防費合計で８８万

９千円を減額補正するものでございます。教育費につきましては、江南小学校及び新栄小学校の

閉校事業に９３万３千円の補正。また、清里小学校暖房用の真空温水機取替事業といたしまして

５４２万９千円の補正。さらには教師用指導書等購入事業に２７２万１千円の補正、教育費合計

で９０８万３千円を補正するものでございます。歳出の現計予算額４４億７,１９７万１千円に対

しまして、補正額が２,６６５万２千円でございまして、補正後の予算額を４４億９,８６２万３千

円とするものでございます。歳入につきましては、一般財源でございます地方交付税を２６１２

万３千円補正いたしまして、道支出金の４３万円につきましては、造林推進事業の特定財源とし

て２１世紀北の森づくり推進事業補助金を増額して参ります。また、寄附金につきましては先程

歳出で申し上げました、札弦○やろう会及び東京大学陸上部ＯＢの方から９万９千円を補正して

参ります。歳入の現計予算額４４億７,１９７万１千円に対しまして、補正額２,６６５万２千円を

加え、補正後の予算額を４４億９,８６２万３千円とするものでございます。次のページをご覧下

さい。補正予算概要といたしまして、今回の５号補正の主だった事業を掲載してございます。な

お（ ）内の数字につきましては、補正後の事業全体額でございまして、説明は省略をさせて頂

きます。４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費・診療所医療機器整備事業につきま

しては、地域医療の充実を図るために診療所の電子内視鏡システムを整備するものでございます。

器具購入費一式で補正額が１,４７３万７千円でございます。財源内訳は全額一般財源でございま

して、保健福祉課の所管事業となってございます。２項清掃費・１目清掃事業費・最終処分場ブ

ルドーザー購入事業につきましては、現存のブルドーザーの使用が３０年間も経過いたしまして、

修理についても限界が来ていることから更新を行うものでございます。車両購入経費と保険料を

合わせまして３０５万５千円を補正するものでございます。財源は全額一般財源でございまして、

町民課の所管事業となってございます。９款教育費・２項小学校費・１目学校管理費・江南小学

校及び新栄小学校閉校事業につきましては、閉校式と閉校に伴う備品搬送等に要する事務経費に

ついて所要の措置を行うものでございます。補正額は９３万３千円でございます。財源は全額一

般財源でありまして、生涯教育課の所管事業となってございます。清里小学校暖房用真空温水器

取替事業につきましては使用年数が１７年を経過し、故障した暖房用の真空温水器取替工事を行

うものでございまして、工事請負費５４２万９千円を補正するものでございます。財源内訳は全

額一般財源でございまして、生涯教育課の所管事業となってございます。２目教育振興費・教師

用指導書購入事業につきましては、平成２３年度に改訂される教育指導要領に則した教師用の教

科書、指導書それぞれ購入するものでございます。２７２万１千円を補正するものでございます。

財源内訳は全額一般財源でございまして、こちらも生涯教育課の所管事業となってございます。

以上が１２月補正事業の主だった事業の補正概要ですが、事業の詳細につきましては、後ほどそ

れぞれ担当課よりご説明申し上げます。以上でございます。 
 
○委員長 
 只今、説明がございました。平成２２年度一般会計補正予算（第５号）の概要について説明し

て頂きました。委員の方で何か質疑等を受けたいと思いますが。ございませんでしょうか。 
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○委員長 
 無ければ次に移りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
○委員長 
 それでは次に②番。 
 
○総務課長 
 ２点目の第５次清里町総合計画基本構想の設定でございますが、１２月定例会に地方自治法の

定めにより基本構想について議案の上程をさせて頂きたいと、かように考えてございます。第５

次総合計画につきましては、総合計画審議会に臨時の委員１５名を加えた３０名の中におきまし

て、昨年来１年間をかけて審議をして頂き、過日答申を頂いたところでございます。答申を最大

限尊重した中、パブリックコメント、町民意見提出手続きを経て、今般の議会に基本構想を提出

していきたいと、かように考えていますのでよろしくお願いしたいと思います。パブリックコメ

ントに寄せられた意見の内容、さらにそれに対する町の考え、さらには基本構想につきましては

中間的な報告を５回ほどそれぞれ所管委員会にさせて頂いておりますが、概要という形の中で、

担当主査よりご説明を申し上げたいと思います。 
 
○企画財政Ｇ主査 
 それでは議案４ページからなりますけれども、第５次総合計画基本構想について、前段としま

してはパブリックコメントの関係、前回の１０月の委員会の時にもお話をさせて頂いております

が、パブリックコメントの集約の内容につきましては、既に１２月の広報等でも誌面掲載してご

ざいまして、お読みになった方もおられるかと思いますけども、委員会の提示ということで前回

もお話させて頂いておりますので、今回提示という形にさせて頂いております。先ほど課長から

もありましたが、５回ほどの中間報告含めての総合計画の経過につきましては、当委員会でご提

示させてもらっているところでございます。前回までには答申関係、それから原案の部分のお話、

そしてパブリックコメントが集約中ということを申し上げております。パブリックコメントにお

きましては４ページの上段にありますとおり、本年の１０月１８日から１１月１２日までの期間

をもちまして、町民からの意見の募集を広く行っていたところでございます。その結果、窓口提

出の方が１名で３件ほどの内容。それから電子メールによるもので２名の方からそれぞれ７件、

６件という形で出て来てございます。下の表のお話になりますけれども左側の方にございますの

が、３名の方から出てきた意見ということでございます。真ん中はいわゆる計画に対します各章

立てが前回までの原案で進めさせてもらっていることもございますが、その章の分類に当てはま

るものということで確認をしながら、それぞれ町の考え方を整理させてもらっておりまして、そ

れに基づく方向でのコメントにつきまして記載をさせてもらっているところでございます。まず

内容につきましては１番最初にありますけれども、計画全般の部分ということでございますが２

点ほどございます。基本計画の主要な施策の行政施策の部分ですけれども、示すのをお願いした

いというご意見がありました。これにつきましては、総合計画の体系として分離をさせてもらっ

ているのが基本構想までということでございまして、これからそれに基づいた行政政策について

は計画として今後出していきますという形で、紙面で回答させてもらっているところでございま

す。この意見等につきましては、総合計画にこれを盛り込んでいるとか、そういうスタンスの問
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題もございませんので、計画の中で進めていくという形になろうかと思います。次ですけれども、

地域おこし協力隊、これは他の自治体とかマスコミ等でも聞いたことがあるかと思います。国の

バックアップですとか、そういったものの活用の関係、官民区別なく必要でないかといった前向

きなご意見を頂いております。これにつきましては、章立ての中で公共の創出ですとか情報公開

とか情報の共有化ですとか、そういった地域づくりの取組みの中で進めていくことが出来るので

はないかと、こういう形のものを設ける必要を明記する単元がございますので、こちらの方で取

組みたいというご回答を差し上げているところでございます。１章の方に入りますと、自立の町

ということで今回１章で銘打ってございます。その部分でも２人の方からそれぞれ自治体のスタ

イルをという言い方ももちろんありましょうが、逆に住民の方もこれから年齢構成、高齢化にな

りますけれども、その中でも活躍出来る方は協力頂くという形の手法も必要ではと、そういう部

分でご意見を賜ってございます。それにつきましては、住民協働、自治活動、それから地域共生

の関係の部分の項目の中で取り組みをしていくと。この中では行政の進めるもの、それから、住

民の皆さんから上がって来たもののバランスを取って行うようにしていきたいという回答を差し

上げております。次の５ページの方に参りまして、第２章自然ですとか、そういった地域関係の

部分でございますけれども、こちらにつきましては最初に商店街の活性化ですとか、そういった

部分のプロジェクトチームを作って検討する必要性はないのかという部分でございます。３章と

も関わって来る部分がある訳ですが、まずは安全で快適な町という部分で、対応によって空き家

の解消などについての考え方ということで、この２章の部分でとらえさせてもらっていまして、

そういった対策についても取っていきたいということで参考にご意見を伺っている部分でござい

ます。それから次になりますけども、他市町の例を用いたようでございますけれども、商店街に

近接する地域に公営住宅の建設、こういった部分についても活動範囲ですとか、そういった空き

店舗や事務所などと一体となったまとまった地域の中での活用をしていくべきではないかという

お話がありました。こちらにつきましても、公営住宅との関係などがございます。公営住宅スト

ック計画等の考えと合わせながら事業関係は進めていきたいと思いますという回答をしてござい

ます。第３章の方に参りますけれども、町民が安心して受けられる地域医療体制が必要ではない

かという部分でございます。こちらにつきましても、第３章の第２節の中で、地域医療の関係の

考え方、色々と委員からもご意見を賜ってございます。近隣とのいわゆる広域の話が策定の中で

は出てございました。そういった部分につきましても、計画の中ではそれを探っていくという形

にしてございます。そういった中で医療体制の維持につきましても詰めさせて頂くという答えを

返させてもらっているところでございます。第４章ですけども、産業系の部分のカテゴリーでご

ざいます。自立したまちとやりがいと活力ある農業の関係です。政府干渉作物に頼らない自立し

た農業に比率を上げていくということで、新しいスタイルが必要ではという部分。それから同じ

くくりですけれども、農産加工品や林産加工品の開発の関係ということでございます。いずれに

しましても、雇用の安定ですとかそういった部分への取り組みはいかがかということについての

お話でございます。こちらにつきましても、第４章の部分で主に見出しを上げておりますけれど

も、産地のブランド化ですとか、異業種間との連携等を、現在取り組んでいる事業も含めながら

将来に向けても、清里という名前を持った産業という道に向かっていくような形を作っていきた

いということで意見を述べさせてもらっているところでございます。６ページの方に参ります。

商店街の関係が出てございまして、商店街、それから町づくりの部分にも入るのではというお話

がございましたが、地域住民を含めた体制づくりはいかがですか、行政も取り組んでいた町づく

りの観点ですとか、先ほどの空き店舗の部分ともお話がマッチングしている部分もありますけれ



 

- 6 -

ども、その中では今回商店街にぎわい再生に向けた、というアンダーラインの部分でございます

が、計画の中に追加しましょうという形で考えてございます。商店街関係の支援についても、も

う少し取り組んで行く、それが町づくりとしては必要ですと。空き店舗関係ですとか、地域のつ

ながりの関係も合わせる形での商店街が出来れば良いなというご意見が届いておりますので、そ

の部分で計画の章の中の第３節に文言の追加をした形で載せていきたいというところでございま

す。次に中段の部分に参りますが、道の駅パパスの整備の関係でございます。観光拠点としてふ

さわしい内容をお願いしたい。それから焼酎工場を核としました再整備、市街地区になろうかと

思いますが、それについてもご意見がございました。道の駅パパスにつきましては、現在審議経

過中かと思いますけれども、農山漁村活性化プロジェクトの中で進めていくことになろうかと思

います。また今後、市街地の部分、焼酎工場、レストハウス等を含めたところにつきましても、

今後の総合計画の中の次の段階で、課題として取り上げていきたいということで、考えておりま

す。次に参りますが、神の子池とさくらの滝ですが、最近は観光客数が大変多い訳ですけれども、

一方で周囲の環境状況が良くないですよと。周辺が荒れていく中でも経済効果としての見込みを

もう少し持つ必要性があるといった観点からご意見がございました。（ ）内には管理小屋、水

汲み場、トイレ、木道の整備などいろいろな視点から、また逆に通路を確保すればそこから足を

踏み出さないので、それ以外が荒れないですとか、いろいろなそういう意味合いのご意見かと思

います。これにつきましても、第５節の観光の振興という中で対策を進めていくということで考

えていると、回答させてもらっているところでございます。次に６ページの一番最後になります

けれども、観光の観点から見ました町づくりです。ウォーキング、ジョギング等のコースが当町

にはございます。ヘルスツーリズムですとか、地域における観光関係の取り組みがある訳ですけ

ども、その中でも環境関係に配慮した部分ですとか、そういったいわゆるエコツーリズムといっ

たものの取り組みはどうでしょうかというお話がございました。この部分の返答としましては、

従来からそうなんですけれども、体験、滞在、交流型の観光の振興について進めていきたいとい

う部分を打ち出してございますし、また学校施設等ともホスピタリティもこれから評価をしなが

ら受け入れの部分につきまして進めていくことになろうかと思いますので、そういった部分での

反映ということでお答えを差し上げているところでございます。７ページに参ります。農商観工

等異業種連携事業関係で５件が採択されているところでございますけれども、そういった取り組

みについてまずは良かったなと、そしてその連携関係の新しい可能性ですとか、それから国際交

流との関係についての活用、そういうところに取り組んできた方についての実践の方法について

はどうですかということにつきまして意見がございました。これにつきましても、異業種連携の

関係ということで先ほどから述べさせてもらっていますが、こういったものについての取り組み、

それから教育の方の分野、交流についてもつながって来ますけれども、交流を含めた人材育成の

関係の中で取り組むことが出来るという部分で回答をさせてもらっているところでございます。

７ページの最後の方になりますけれども、移住体験の事業関係、お試しハウス等を含めて進めて

おりますけれども、本年度も道内におきましては、好成績をおさめておりますけれども、こうい

った部分の考え方、中段には統廃合の小学校の施設とかいろいろなご意見がございました。住宅

跡地等の活用を含めて行ってはどうか、それから移住定住の分譲地の関係等についても、他の市

町村では一定の条件を満たせば無償で渡すといった自治体もございますので、そういった例にな

らっての対応はお考えでしょうかといったご意見がございました。この部分につきましても、右

側になりますけれども、「まちづくりの推進」の中、それから「移住定住の推進」の中におきま

して検討をしていくところでございます。また新たな分譲地につきましても、ここにありますが、
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新町地区の町営住宅跡地の構想で進めていくということにつきましては、適宜お示ししていくこ

とになろうかと思います。以上が１６件に及びます広報等にも載せました意見に対する考え方の

まとめでございます。 
 続きまして、今回先ほど課長からもありましたけれども、１２月定例会におきまして地方自治

法の定めによりまして、基本構想、いわゆる総合計画の核となる部分、こういった町づくりを進

めていきますという部分につきましての内容になりますけれども、基本構想という部分について

ご説明を申し上げたいと思います。まず別冊で基本構想というものがございます。基本的には答

申が済んでおりまして、パブリックコメントの部分、それから今までお示しした中で作成したも

のということでございますので、これらの部分の変更等はございません。中身としましては、第

１編の部分が１３ページまでとなりますが、前回同様清里町の歴史風土の関係、それから統計資

料という部分でございまして、清里町の現況などにつきまして述べさせてもらっているところで

ございます。１４ページからは第２編の基本構想ということで、こちらの方から説明をさせても

らいたいと思います。１４ページから３０ページに渡りまして記載がある訳ですが、もう一つ４

ページものの別冊があるかと思いますが、概要ということでこれの要点を述べさせてもらうもの

をご用意させてもらったので、こちらの方を通じて説明をさせてもらいたいと思います。まず、

第５次清里町総合計画の目指す方向ということでございます。これの部分につきましては、皆様

には何回もお伝えしているかと思いますけれども、基本的には既に策定委員会の方で第４次の評

価と反省については終わっているというところでございます。それの意見反映は当然でございま

すが、その中で清里町はいわゆる合併論議の中から自立を目指すということで、２期に分けての

自立計画を近年進めて来ていると。特に来年度は２期の最終年度ということになる訳であります

けれども、その計画を受け継いで来ましたという形の内容にしています。引き続き発展させる計

画という部分でございます。自助、共助、公助の補完性の原則、住民参加と協働の取り組みにつ

きましては、自立計画を含めて今進んで来ていますよということを述べさせてもらっております。

それを発展させる形を取りまして、キーワードとしまして、協働、共生、共創という３つにつき

まして、基調として進めていきたいという形の文面を冒頭持っているということでございます。

次に「協働のまちづくり」につきましては、皆様常にご存じのとおりでございますが、パートナ

ーシップによりまして進めていきますよということでございます。また、「共生のまちづくり」

につきましては、ここに書いておりますが、年齢、それからすべての人が分け隔てなく地域で住

めるような形を目指していきますよということでございます。安心安全の町づくりという部分に

当たってこうようかと思います。「共創のまちづくり」ということですが、策定委員さんの中で

も新しい言葉ということで、論議させてもらったところでございますけれども、そういった部分

で新しい考え方ですとか、いろんな時代に則した取り組みの中について上の２つと交えながら進

めていく形として新しい「共創」という言葉、一緒に作って行きましょうという考え方につきま

して記載をさせてもらっている。この３つのキーワードを用いまして進めていこうという形で考

えているところでございます。その次に、別冊の方の１５ページですが、今のくだりの部分につ

きましては、冒頭、それから図示が１５ページに載ってございますけれども、３つの地域力を求

めていって、それが先ほどの協働のまちづくり、共生のまちづくり、共創のまちづくりという部

分。そして昨今、民主党の会議等でも出て来るかと思いますけれども、政府でも新しい公共とい

う部分の言葉が出て来ております。行政だけではなくていろいろな形での地域での関わり合いに

ついても新しい考え方について、こういったものの取り入れ方についても述べているというとこ

ろでございます。（２）の方に参りますけども、清里町の特性とまちづくりの将来像ということ
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でございます。１５ページの表にもございますけども、合併論が終了いたしまして、今は地域主

権という形の敬称がなされているところでございますが、その中でもやはりいろんな自治体は困

難を極める運営条件にある。また行財政のみならず、少子高齢化等の事象につきましては、どこ

も避けがたい状況であるということでございます。こういった部分もありましょうが、いろいろ

な先ほどから述べております取り組み等を通じで、清里町を次に担う方にバトンタッチをしてい

くというこの流れは変わらない訳でございますので、これを進めていく計画が必要という部分で

のものでございます。定義としましては、これからの１０年間の総合計画の基本構想の部分でご

ざいます。１枚めくって頂きまして、特性ということで今まで清里町での取り組みから、これか

らのいろんな取り組みについての部分は、既に策定委員会の中で整理をさせてもらっているとこ

ろでございます。（１）町民自ら主体的なまちづくりを担う住民自治のまちということでござい

ます。まちづくり協議会、花緑、女性団体、ＮＰＯ等ございます。いろんな団体が通年を通じて

いろんな取り組みを行っていると。夏になれば花緑の取り組み、住民大会、各イベントへの参加

等を行っているという部分。そういったことについては、これからもいろんな場面で活用してい

く必要があるのではないだろうかという関係でございます。２番目ですけれども、広大な土地資

源と高い農業生産力を持つまち。これにつきましては、基盤整備、それから清里町の大規模な１

戸の耕作面積等、それから機械化として非常に十勝もしくは十勝をしのぐオホーツクの地域の核

として清里町がある訳でございますけれども、そういった農業生産基盤、それから生産技術の高

い町ですよ、ということをうたわさせてもらっているところでございます。３番目、豊かな森林

と水資源に恵まれたまちでございます。こちらにつきましては、申し上げることではないのです

が、町の面積の７３％の森林、国有林等を有する森林資源。それから斜里川ですとか、斜里岳の

ふもと、特に水道関係につきましては水資源か非常に優秀な町ですということにつきましては、

ここで述べるまでもなく皆さんご承知になっているところかと思います。４番目、多様性と可能

性に富む魅力的な観光資源に恵まれたまちということでございます。南北に長い斜里岳のふもと

にある町でございますけれども、オホーツク海から入りまして、網走国定公園の一部から入って

きまして、斜里岳の中心、それから摩周湖、神の子池、さくらの滝といった近年スポットを受け

ている景勝地がございます。そういったものを持っているという町の位置づけについて記載させ

てもらっています。５番目ですけども、住民協働による美しい自然景観や農村景観、街並み景観

と環境のまちということでございます。花と緑と交流のまちづくりによる協働の取り組みにより

まして、景観が保たれているのはもちろんですけども、耕地風防によりまして、農村景観百選の

内の２０選に選ばれたと、そういった非常に町自体が絵になりますよという部分は、過去から内

外から色んな受賞歴を含めて認識があるところだと思いますので、そういった点につきましても、

掲載をさせてもらっているところでございます。６番目ですけども、安心して暮らすことのでき

る住民福祉のまちということでございます。高齢者の施設関係や介護施設もございます。また各

種サービスも３地域ある町でございますけれども、それぞれサービス等を実施させてもらってい

るということでございます。ただ、それにつきましても地域の中での支え合い等も含めながら、

老若男女が安心して過ごせるように取り組んで来ている町ですよという部分でございます。７番

目、社会基盤の整った安全・安心で快適生活のできるまちということでございます。こちらにつ

きましては、資料編の方にもございますが、上下水道の設備の関係、それから教育分化・スポー

ツ施設、各種公共施設などの基盤関係につきましては、皆さんご承知のとおり各地域等でも整備

が整っておりまして、基本的にはそういったニーズに対しては快適で使って頂けるという部分で

認識をしているということを明示させてもらいたいというところでございます。８番目、未来を
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担う人づくりと交流のまちということでございます。子育て支援ですとか、山村留学、都市農村

交流と国際交流といったものにつきまして、交流環境を通じて清里町とそれから国内外の取り組

みについて行って来ていますよということにつきまして、ここで提示をさせてもらっているとこ

ろでございます。９番目ですけども、地域文化やスポーツを育む学びのまちということで、施設

の充実もさることながら、その中で当然育んでいくという部分につきましても、スポーツそれか

ら教育文化関係も進めていきますよという部分の類をここで載せさせてもらっているところでご

ざいます。それから１０番目、継続的な行財政改革に取り組む協働のまちということでございま

す。こちらにつきましても、町づくり参加条例ですとか、例えば策定委員で言いますと公募委員

ですとか、そういった形も含めて自主自立のまちづくりの取り組みの部分の制度、それからさら

には、町の財政関係の取り組みも含めて行っていますという部分について記載しております。以

上１０点ということで、清里町はこうですよといった部分で、さらにこれからこうしていきます

よと全体の部分の１０ポイントを記載させてもらったところでございます。３ページに参ります

けれども、まちづくりの将来像のところでございます。５点ほど挙げさせて頂いておりますが、

これは後段のところにも関連がある訳ですが、まず（１）協働と共生で築く自立のまちという部

分については、清里町は自立をしていきますよという部分の強いアピールにつきましては、１期、

２期の自立計画で行っていますし、現在も計画を遂行中でございます。さらに今後１０年間進ん

でいきましても、いろんな状況があるにしましても、まずは自分達で行っていくというふうにつ

いては、進めていきたいということの表われでございます。地域主権型社会の構築に向けまして、

情報公開をしながら、先ほどもありました協働、共生、共創という部分の取り組みをしていくこ

とによりまして、自立を進めていきたいという部分でございます。（２）ですけれども、自然と

共生する安全・安心な環境のまちということでございまして、花緑から各種自然景観、こういっ

た部分も保全をし、活用しながら、そして必要であれば環境整備に当てながらということで、暮

らしていく部分について、きちんと充足していきますよという部分の単元でございます。（３）

ですけども、共に支えあい、一人ひとりの命と暮らしを大切にするまちということでございます。

少子高齢化社会の中にありましても、子育てですとか障害者のノーマライゼーション、一般的な

生活が出来る形を含めて、それから高齢者におきましても、同じように社会参加をしながら地域

の中に暮らしていけるということを目指していきますよという部分の内容でございます。（４）

活力にあふれ、豊かな地域を創る産業のまちというところでございます。先ほどもありましたが、

地域特性の畑作大規模ということもあります。そういった中で、地域に根付いた商工業との振興

を含め、また連携等も含めて活力を産業に充てるという形のものにつきまして、記載をさせても

らっております。（５）ですけれども、豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち

ということでございまして、教育の場面、特に生涯教育、家庭教育、幼児教育等という部分で各

年齢にまたがる訳でございますが、そういった部分の教育、心の文化、そしてさらにはそういっ

た人づくりを含め、内外の交流を推進していくということで、提示しているところでございます。

（３）の方に参りますけれども、まちづくりの目標指数につきましても、前回までにお示しをさ

せて頂いております。目標指数としてどうなのかというご意見を頂いておりますが、いわゆるこ

の総合計画に基づいたこれからの施策を努力し、それからその結果として結び付けたいという部

分の目標としましては、１０月１日現在の住民基本台帳の人口が４,５８３人でございます。１０

年後の目標としまして４,２００人を目指すということで、まずは設定させて頂きたい。合わせた

部分でいきますと就業人口につきましても２,１００人ほど。だいたい人口比率等を考慮しまして

約半数の人が稼動人口という形。これは年齢関係、当然高齢化になって来ますけれども、これか
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らの将来の部分をいろいろと併合いたしますと、例えば高齢者の方でも何かしらの雇用ですとか

就労関係ですとか、いろいろな取り組みだとか制度関係があろうかと思います。町の半分は何か

しらの社会的な関わりがありますよという形の予測を持ちまして、２,１００人と設定させてもら

っているというところでございます。（４）基本計画ということでございます。第１章から始ま

りまして第５章ということで、今回前回までの資料にも掲載してございますが、それぞれ先ほど

述べた将来像の部分とリンクという形になるんですけれども、共生協働のまちづくりから始まり

まして、自然環境、暮らし、産業、教育、交流という５章に分けての部分については、前回まで

の資料の中でお示ししたとおりという形の枠組みとさせてもらっているというところでございま

す。次に（５）に参りますが、計画推進の基本姿勢というところでございます。こちらの方でご

ざいますけれども、指数関係につきましてはこれからの各事業によりますけれども、最大限の取

り組みをしていきたいということを述べさせてもらっています。また総合計画におきましては、

将来展望の基本的な大枠という形のものでございますので、各分野におきましてはそれぞれの計

画がございます。産業ですとか保健福祉医療分野ですとか、それぞれで目標を定めているとこと

でございます。こういったものの整合性、一体化を図りながら、当然ながら総合計画の向かうべ

き方向と合わせて進めていくということを、これから遂次進めていきたいというふうに思ってご

ざいます。それから中段ほどになりますけれども、第５次清里町総合計画の中におきましては、

新たな公共という言葉を出しております。これにつきましては、住民主体のまちづくりに一層不

可欠になるということで、この言葉を文章に載せているところでございますけれども、そういっ

たことからこれまでの既存の枠を超えた形での地域、それから民間、それと行政という立場で、

いろいろな枠を超えた形での関わり合い、そして創意工夫、情報、意見交換、交流を進めていく

ことであるということでございます。またそのためには、既成の団体ですとか組織にとらわれな

い形で、策定委員の中にもございましたが、走っている最中にやっぱり無理だっていう話をする

必要性があるのではという部分の場づくりがあったら良いのではというご意見につきまして、こ

の部分で触れさせてもらって、またこれに向けて取り組みを進めていきたいという部分でござい

ます。（６）は今の場づくり、それから意見交換の話とは別になりますが、これを計画のものと

して述べている訳でございますが、推進管理、進んでいる最中の管理のお話でございます。基本

的には施策の目標指数の関係の実績につきましては、従前の内容で行っているところでございま

すが、これにつきましては総合開発審議会等での毎年の実績公開、公表等を行っているところで

ございますが、さらに中間年、この中間年というのはどの年度・年次が良いのかご意見がござい

ますが、中間においては評価を行って広く公表していきたいということで記載をさせてもらって

います。また同じようにここに書いてございますけども、計画の推進管理につきましてもいろい

ろと意見反映できる場を設ける形を取っていきたいと思いますし、当然ながら現在のこれからの

経済情勢、それから国・道を含めた情勢関係が変化が生じるという場合におきましては、それに

対応する形の計画の変更の仕方につきましては、それぞれその場面で提示をさせて頂きながら理

解を深めて、それに基づいて計画を変更したもので進めていくことになろうかと思いますので、

その部分についても推進管理の中で述べさせてもらっているというところでございます。概要の

方で説明をいたしましたが、そういった部分にまつわる文章表現等につきましては、この１４ペ

ージから３０ページの間につきまして、冊子につきましては前回までにお示ししているものと変

わってございませんけれども、中での文章的な表現として記載をさせてもらっています。概要で

説明させてもらった部分が凝縮した形となってございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。 
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○総務課長 
 只今詳細について担当の主査よりご説明申し上げましたけれども、昨年来１年間に渡って策定

委員会の中でご審議を賜り、答申を頂いたものについて、基本的な今回議会に提示している内容

については変更を伴ってこない。最大限尊重した内容になっているとご理解頂きたいと思います。

また、パブリックコメントにつきましても、基本構想に係るものについての変更修正を伴うよう

なご意見は頂いてございませんので、頂いたご意見等につきましては、今後具体的な事業等の展

開の中で十分参酌しながらその方向で進めさせて頂きたい、かように考えておりますので、１２

月の定例会上程についてお願い申し上げたいと思います。以上でございます。 
 
○委員長 
 第５次清里町総合計画基本構想ということで、詳しく説明をして頂きました。何か委員の中で

質疑がありましたら受けたいと思いますけれども。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無ければ次に移らさせて頂きます。③についてお願いいたします。 
 
○総務課長 
 ３点目の国の１次補正予算等に伴う町の予算補正対応についてでございます。お手元の議案の

８ページをご覧頂きたいと思います。前々回の常任委員会において、方向性について資料をもっ

てご説明申し上げ、また前回の常任委員会においても口頭で今後の流れについてはご説明申し上

げたところでございますが、既にご存じのとおり国におきましては、衆参両院の可決または衆議

院に戻った部分での予算での衆議院の優先権の部分で、今回の１次補正については成立をしてご

ざいます。ただ、具体的な個々の補正の箇所付けや、また交付金等に伴い要綱が未だ国の方から

流れて来ていない状況にございまして、誠に残念でございますが、経済対策と言いながらも１２

月の定例会にその補正予算を上程出来ないことについては、ご理解を賜りたいと思います。今後

の流れとしましては、今週から年末にかけて具体的な個々の箇所付けの内示、さらには個別的な

交付金事業の要綱が流れて来るというようになってございますので、年末から正月明けにかけて、

これに伴う町の補正予算の対応について具体的な検討をする中、出来ましたならば１月末に臨時

会をお願いする中、町としての補正予算の上程をさせて頂きたいと、このように考えていますの

でよろしくお願いしたいと思います。現時点での知り得る部分、内部的に検討している補正予算

の概況についてご説明を申し上げたいと思います。まず（１）の社会資本整備、公共事業の関係

でございますが、債務負担を伴う部分、さらには繰越事業という前提に立ってでございますが、

先にご説明しているとおり公営住宅の建築事業、ひまわり団地の関係でございますが、この関係

につきましては、今年度の当初予算の残予算、さらに国の債務負担において、今のところ行って

いける、そういった環境が出て来てございますので、ひまわり団地１棟６戸につきましては、基

本的には債務負担等の補正を合わせながら今後の補正の中で計上させて頂きたい。雪解けととも

に工事が発注できるような、そういった環境を作って参りたいと、かように考えてございます。

また道路事業、社会資本整備事業の関係でございますが、交付金事業の関係で現在進めてござい

ます４線道路の関係について、５千万強の補正が今のところ事務レベルでは見込まれてございま

す。この関係につきましても、当然冬季工事は無理でございますので、繰越事業を前提としなが
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ら全体事業の調整を図る中、なるべく早い段階で車両等の通行に支障の無いような形の中で前倒

しで繰越の中で処置をさせて頂きたいと、かように考えてございますので、本件につきましても

ご理解頂きたいと思います。（２）の地域活性化交付金事業の関係でございますが、小規模のイ

ンフラ、さらにはソフト事業を含めた部分で過去２０年度の補正、２１年度の補正でございまし

た経済対策の関係で、きめ細かな交付金事業の当町における限度額として５,５２２万４千円が現

在国より示されてございます。合わせまして消費生活ですとか、医療関係、教育関係、従来なか

なか交付金関係では手当が出来なかった部分、ソフトを含めた部分という事業の中で、住民生活

に光を注ぐ交付金事業、この限度額が１,０４４万８千円という形で示されてございます。この事

業については既に１１月段階におきまして、各課にもし交付金が出た場合についての当該事業の

対応について、それぞれ調査を行ってございますので、今後国から示されるその要綱に基づいて

内容的な精査を行う中、合わせて１月末にお願いしていく臨時会の中で提案をさせて頂ければあ

りがたい、かように考えているところでございます。また（３）の普通交付税再算定による追加

交付でございますが、今般全体として５千億のうち当町の関係で現在再算定の中で示されている

数字でございますが、雇用対策と地域資源活用の臨時特例費、対比表等の組換え等の指示の中で、

今般５,０７２万６千円。さらに算定調整戻しの部分について、これが町に戻すという形の中で２

３２万６千円、合わせまして５,３００万円ほどの追加交付が内定してございますので、一般財源

でどのような形の中で使用していくのか、これについても既に選考しながら行って来ている事業

もございますので、総体的なこの交付税等含めた部分での要綱等、今後の部分で十分精査をさせ

て頂きまして、全般として今後１月以降、さらには冬季間含めた２３年度予算へ連続していく予

算として、全体的な執行計画をたてる中、今後補正予算の計上をさせて頂きたいと、かように考

えてございます。なお、それ以外の国の方から都道府県に対して示されている基金を用いた事業

について、まだ具体的な要綱は出て来てございませんので、雇用対策や予防対策等、それぞれ都

道府県単位で基金を設け、それを市町村に交付する内容についても今後出て参るかと存じますの

で、そういった内容についても今後の動向を十分把握した中、適宜補正の必要性のあるものにつ

いては補正措置を進めて参りたいと、かように考えてございますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。以上、町の補正予算の対応についての説明とさせて頂きます。 
 
○委員長 
 只今、町の補正予算の対応ということで説明があった訳でありますけれども、委員の方、何か

ございませんでしょうか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、全般を通して無いでしょうか。 
 
○委員長 
 無ければ、終わらさせて頂きます。ご苦労様でした。 
 
○委員長 
 それでは続きまして生涯教育課、町からの協議・報告事項ということで６点ございます。説明

をお願いいたします。 
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○生涯教育課長 
 生涯教育課からは学校設置条例の一部改正と、記載の６点につきまして協議・報告をさせて頂

きます。それぞれ担当より説明をさせて頂きます。 
 
○学校教育Ｇ主幹 
 それでは１点目の清里町立学校設置条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。資

料が９ページとなっておりますのでお開き下さい。これは１２月２１日開催の定例町議会に提案

の予定をしております条例の改正であります。清里町の町立の小中学校につきましては、設置条

例に基づきまして設置をしております。この中で別表１に記載しております清里町立小学校の設

置の部分について、現在清里小学校以下５校となっておりますが、江南小学校及び新栄小学校の

廃校に伴う条例の改正でございます。改正後の条例は表の右側に記載してございますが、清里小

学校、光岳小学校、緑小学校の３校となります。別表２につきましては、中学校の規定でござい

ますので、省略をさせて頂きます。この条例の附則につきましては、平成２３年４月１日から施

行することであります。この条例の議決を頂きまして、北海道教育委員会に届出をするというこ

とで、学校教育法施行例の規定に基づきまして、各種の届出をして参ります。以上でございます。 
 
○委員長 
 只今、小学校設置条例の一部を改正する条例についてということでよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
○委員長 
 次に移ります。②についてお願いいたします。 
 
○学校教育Ｇ主幹 
 同じく議会に提案するものでございます。資料は１０ページとなってございますのでお開き頂

きたいと存じます。まず１点目の事業、江南小学校及び新栄小学校閉校事業に係る予算の補正で

あります。閉校式及び閉校に伴う教材備品等の各学校に移転する経費として補正をするものであ

ります。閉校式の経費については、しおり、看板等の事務経費で３８万円、備品の搬送等の事務

経費といたしまして５５万３千円、合わせまして９３万３千円を補正するものであります。次に

清里小学校暖房用真空温水機取替事業でありますが、これは設置後１７年を経過しております、

真空温水機が故障したことによる取替工事であります。この温水機につきましては、校舎棟の真

空温水機です。これは２機で現在稼動運転しておりますが、交互運転という形で各教室、特別教

室等に暖房を供給しておりますが、そのうち１機の暖房機が真空状態を保てないということで、

一部空気漏れをしておりまして修繕等も不可能な状態になっております。現在は１機で運転して

おりますが、厳寒期を迎えまして、また残りのボイラーの負荷を考慮いたしまして取替えが必要

となっておりますので、これを取替えるものであります。工事費として５４２万９千円を補正す

るものであります。燃料は重油でこの機器を建設時導入してございます。次に教師用の指導書購

入事業でありますが、この事業につきましては平成２３年から完全実施されます、小学校新学習

指導に則した新版の指導書、教師用指導書を購入するものであります。教師用教科書は児童と同

じ教科書を購入するものです。先生用の教科書を購入するものであります。１学年１冊を購入す

るものでありまして、各学校全教科合わせまして、教科によっては上巻下巻と２冊になっている

教科もございますが、総数で１７２冊の購入が必要となっておりまして、この費用として６万円
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を、また教師用の指導書というものが別にございまして、これも１学年１学級１冊といたしまし

て、教師用の指導書の方につきましては、教科書より冊数が多くなっておりますが、合計２６０

冊が必要となっております。この費用として２６６万１千円を補正するものであります。総額と

いたしまして、２７２万１千円を補正するものであります。以上で説明を終わります。 
 
○委員長 
 補正予算の概要について説明がございました。委員の方、何かございませんでしょうか。 
 
○勝又委員 
 小さなことで申し訳ないんですけども、教師用の教科書が１７２冊で６万円、指導書が２６０

冊で２６６万円と１冊１万円くらいするので随分値段が違うんだけれども、中身を見たことがな

いので分からないんですけれども、どういうものなのか。 
 
○学校教育Ｇ主幹 
 子供の教科書というのは展示もしておりまして、お子さんが使っている物ということで父兄の

方が見られると思うのですが、それに基づいて先生の指導が出来るようにということで、例えば

黒板に書く板書の方法ですとか、詳しく載った物であります。学校の先生方も大学ではやってお

られますが、新学習指導要領によって教科書が変わります。全国的な教科書を採用しております

ので、例えばこの授業でこの説明をする時にはこの板書の仕方をしなさいとか、ある程度の目安

になる指導書があります。それを購入するものであります。それが、子供さんの教科書よりちょ

っと冊数が多くなることがあります。子供のよりはちょっと厚くなって来ますので、それが冊数

が違うことになります。それで合わせまして、最低限必要な冊数ということで２６０冊でありま

す。管内的にもこれが最低限、余分に買う市町村もあるようですが、必要最低限の冊数で補正さ

せて頂こうということになっております。以上でございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○勝又委員 
 はい。 
 
○田中委員 
 来年２校が閉校になるということで、その閉校式のしおり、看板の補正がある訳ですけども、

予算の方ではなくて、その内容について、どういう形での閉校式になるのか、分かれば教えて欲

しい。 
 
○委員長 
 これは３番のところで説明があるのでしょうか。 
 
○生涯教育課長 
 ３番では日程だけです。 
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○委員長 
 それでは、できれば説明をお願いします。 
 
○生涯教育課長 
 ３番とも関連しますけれども、２月にそれぞれ閉校式、２日間連続になりますけども、閉校式

典並びに思い出を語る会ということで予定をされています。閉校式典につきましては、学校につ

きましては町が設置者でございますので、町主催での開催でございます。それぞれ学校の閉校事

業に係ります協賛会が組織されておりまして、その協賛会によりまして、同窓生ですとか地域の

方々を招待した中で思い出を語る会ということで、場所を変えてレストハウスで懇親会を含めて

開催をする予定になってございます。以上でございます。 
 
○田中委員 
 閉校式の中身はどういうことをするのか。教育長の挨拶ぐらいで終わってしまうのか。 
 
○生涯教育課長 
 町の主催ですから、町長から冒頭式辞を述べまして、その後教育委員長からの挨拶、その後ご

来賓としましてオホーツク教育局長並びに町議会議長さんからご挨拶を頂きます。あとは、各学

校の子供たちから閉校の記念ということで、歌ですとか、それぞれ子供たちからの思いを発表し

て頂く。そういう大きな流れで、今考えてございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○田中委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無ければ、次に③をお願いします。 
 
○学校教育Ｇ主幹 
 今、課長の方からも説明してございますが、１１ページをお開き頂きたいと思います。江南小

学校、新栄小学校の閉校式等の日程であります。江南小学校の閉校式ですが、明年２月１１日午

前１０時から江南小学校の体育館で実施いたします。思い出を語る会につきましては、協賛会の

事業でございますが、閉校式終了後１２時からレストハウスで行うことで計画をいたしておりま

す。また、新栄小学校につきましては、翌日の１２日午前１０時から新栄小学校の体育館で閉校

式、思い出を語る会につきましては、１２時半からレストハウスで開催する予定となっておりま

して、本日議員の皆さんには議会事務局の方に案内文の封筒をお持ちしておりますので、後ほど
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お持ち帰り頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上であります。 
 
○委員長 
 江南、新栄小学校の閉校式の日程についてということでございました。委員の方、何かござい

ませんでしょうか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無ければ、次、よろしくお願いいたします。 
 
○生涯教育課長 
 ④平成２２年度「全国学力・学習状況調査」の結果概要につきまして、私の方から説明をさせ

て頂きます。１２ページをお開き頂きたいと思います。この調査につきましては、本年４月に実

施されました調査結果でございまして、北海道がこの調査結果を基に全国との比較を取りまとめ

ております。それに基づきまして、清里町の状況につきましても分析をしたものでございます。

まず調査の目的につきましては、全国的な児童生徒の学力学習状況の把握・分析。それを教育施

策として今後活かして行くということでございます。また、教育に関する継続的な検証改善サイ

クルを確立する、あるいは学校における児童生徒への教育指導の充実、学習状況の改善に役立て

る目的があります。調査期日は４月２０日に全国一斉で行われております。３点目の対象児童生

徒でございますが、全国一斉に行われておりますけれども、本町におきます対象者は小学校にお

いては６年生が対象でありまして３７人、中学校におきましては３年生対象で４１人となってご

ざいます。なお、小学校におきましては平成２２年から抽出での調査実施ということで、その抽

出対象としては緑町小学校が該当しておりますが、それ以外の学校につきましても希望により実

施出来るということで、本町学校につきましては全ての学校で実施をしております。４点目の調

査事項でありますが、まず１点目としまして児童生徒に関する調査ということで、教科に関する

調査。これは国語、算数、中学校は数学となりますけれども、それぞれＡ・Ｂと分かれておりま

して、Ａの方が主として知識に関する問題、Ｂにつきましては主として活用に関する問題が出さ

れております。その他、質問調査ということで、学力調査以外に子供達の学習意欲ですとか、方

法、生活面に関する調査が行われております。２点目、学校に対する質問調査ということで、こ

れは子供達ではなくして学校における指導方法、あるいは人的・物的な教育条件の整備状況など

について質問しているものでございます。５点目、調査結果の概要でございます。なお調査結果

の内容につきましては、具体的な本町におきます点数につきましては、各学校間の過度な競争を

避けること、また、それぞれ地域の特性や子供達へのプライバシー等に配慮いたしまして、点数

につきましては公表しないということで国の方からも示されております。また先般の教育委員会

議におきましても、その旨決定をしているところでございます。従いまして、具体的には分かり

にくい内容となっておりますけども、下の表のようになっておりまして、それぞれ小学校、中学

校、国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、北海道の平均点、全国の平均点は公表されておりますので、それ

を記載してございます。それに対しまして、清里町はどうだったのかということで、この矢印の

上向きなところにつきましては、全国、全道よりも高い状況にあると。下に向いているのは若干

低い状況にあるということを示しております。小学校におきましては、算数のＡが全国、全道よ

り共に低くなっておりまして、それ以外につきましてはいずれも全道よりは高いですけれども、

全国よりは低いという状況になっております。中学校は国語Ｂを除きまして、全て全道並びに全
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国よりも高いという状況になってございまして、管内ブロック的にも網走ブロック的にも、中学

校におきましてはトップクラスの成績という状況でございます。なお、この結果につきましては、

児童生徒が身に付けるべき学力の特定の一部分でしかないということでありますので、一概にこ

の結果だけで全てを判断することは出来ないということをご了解頂きたいと思います。次に１３

ページをご覧頂きたいと存じます。１３ページにつきましては（２）で、質問調査ということで

先ほど申し上げました学力以外の調査の全体概要につきまして記載しております。まず小学校で

あります。生活状況につきまして、朝ご飯を食べて来ているかという部分につきましては９５パ

ーセントの子供達が摂っているということで、これはほぼ全道、全国と同じ状況になっておりま

す。次に１日の睡眠時間、概ね８割が８時間以上取っておりますけれども、全道、全国よりやや

低い状況となっております。また１日当たりのテレビ、ビデオあるいはＤＶＤなど見たり聴いた

りする時間ですけども、全道、全国よりも高い状況となっております。学習状況ですけれども、

普段の家庭での学習、勉強時間ですけれども、全国に比べるとちょっと短いということで、この

傾向は全道的な傾向と見られます。また、宿題は出されたものはされているのですが、予習復習

がなかなか取り組まれていない傾向にございます。次のイの中学校でございます。中学校につい

ては朝食あるいは睡眠時間につきまして、いずれも取っている割合が高い状況にあります。テレ

ビ、ビデオ、ＤＶＤなどの時間につきましては、若干全道、全国より低い状況になります。家庭

での勉強時間でありますけれども、こちらも全国よりもちょっと低い、短いということで、特に

平日の時間数が、部活動が活発ということもあるんでしょうが、少ないということになっており

ます。また、中学生は宿題と復習はきちっとされておりますけれども、予習がちょっとされてい

ない。また、中学校につきましては、携帯電話に関する質問もございまして、本町につきまして

は当然学校への持ち込み禁止となっておりますから、持っている割合は１５パーセント程度とい

うことで、全道、全国と比べまして非常に低い状況になってございます。次に３点目、学校に対

する質問調査でございます。学校の調査ということで、小学校、中学校とも非常に児童生徒は落

ち着いている、礼儀正しいということで、この割合が非常に全国より高くなっております。学力

向上の取り組みにつきましては、少人数指導ですとか、放課後または休み期間中を利用した補完

的な学習、朝読書の取り組みなどが高い取り組み状況にございます。また、施設の整備状況、こ

ちらも児童生徒及び教職員に対するコンピューターの充足割合、これも全道、全国に比べて非常

に高いという調査結果になっております。また、地域の方々の協力も高いという内容となってお

ります。以上でございます。 
 
○委員長 
 平成２２年度の全国学力・学習状況調査結果ということで報告がございました。委員の方から

何かございませんか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無ければ、次に移らさせて頂きます。次に⑤をお願いします。 
 
○生涯教育課長 
 ⑤の公立高等学校配置計画の概要につきまして、ご説明させて頂きます。１４ページからにな

ります。細かい字で大変申し訳ございませんが、この新たな高校教育に関する指針、概要版とい

うことで資料を載せてございます。なお、この指針につきましては平成１８年度に道教委が策定
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をしておりまして、今後の高校教育の基本的な考え方を示してございます。なお、この指針につ

きましては１８年に策定し、実際には平成２０年度から順次、その内容を実施しているというこ

とになっております。このページの下の方に高校教育のあるべき姿ということで記載しておりま

すが、そこの一番右側の第６章のところになります、高校配置のあり方ということで、教育水準

の維持向上を図る高校配置という考え方が示されている内容であります。本町に関係する部分の

み申し上げます。○印の４点目に、本道の広域性を踏まえ、地域キャンパス校の導入を図るとい

うことで、既にご承知のとおり平成２１年度から特例化間口が廃止になりまして、網走南ヶ丘高

校を本校とするキャンパス校ということで、清里高校が指定されているところでございます。続

いて１５ページをお開き頂きたいと思います。１５ページの方で、第６章の教育水準の維持向上

を図る高校配置ということで具体的に記載されておりまして、２点目の高校配置の考え方、そち

らの右側（２）にあります、配置計画ということで記載されております。計画の取り扱いという

ことで、平成１８年度は平成２０年から２２年度までの配置計画、その後４年間の見通しを提示

ということになっておりまして、この流れで、それぞれローリングをして来ております。平成２

３年度以降は３年間の具体的な配置計画と、その後４年間の見通しを計画開始年の３年前に提示

をするという内容となっております。大きな３番目の全日制課程の配置につきましては、再編整

備の進め方ということで、アの小規模校の取り扱いが示されてございます。この小規模校の取り

扱いの中で、清里高校は地域キャンパス校ということで、地理的条件等から再編が困難かつ地元

からの進学率が高い場合は地域キャンパス校化をするということから、２１年からキャンパス校

となっておりまして、黒点の一番下でございますが、第１学年１学級、５月１日現在の第１学年

の在籍者が２０人未満となり、その後も生徒数増が見込まれない場合は、また再編整備をすると

いうことで、２０人を切った場合は、また再編される可能性があるという状況でございます。し

からば３町の状況ということで、１６ページをお開き頂きたいと思います。斜里高校、清里高校、

小清水高校それぞれのオホーツク東学区内における状況を示しております。清里高校につきまし

ては、１間口定員４０名ということでございます。斜里高校は総合学科ということで３間口定員

１２０名の枠がございます。小清水高校につきましても普通高校１間口定員４０名ということで

現在進められております。その他、網走、女満別高も記載のとおりとなってございます。次に中

卒者の状況ということで、学区内の各市町村の今後の中卒者の見込みが記載されております。本

町におきましては、平成２２年におきましては４９名でしたが、２３年が４１名、２４年３９名

ということで、大体４０名ないし４０名を下回っている、２７、２８、２９年辺りに行きますと、

３０名ぐらいの状況になるという見込みでございます。次に高校の在籍状況ということで、３番

目に斜里高校、清里高校、小清水高校と記載されております。それぞれの高校にどこの町から入

学をしているかという数字が記載されておりまして、清里高校で行きますと定員は４０名ですが、

本町からは２７名、その他斜里６名、網走、小清水、その他から１名で、３６名が今年入学して

おります。欠員としては４名という状況になっております。この他、斜里、小清水につきまして

も記載のとおりとなっておりまして、欠員が斜里につきましては３９名、小清水は８名となって

おります。今後の見通しということで４点目に記載しておりますが、この斜里３町３校の体制を

維持して行くということになりますと、清里高校につきましては、先ほど申し上げました２０人

以上をクリアすればキャンパス校として存続をされる。これを下回った場合には再編の可能性が

出て来る。募集停止という可能性もございます。斜里、小清水につきましても、それぞれ減少傾

向にございますので、非常に厳しい状況の中にあるということでございます。これら踏まえまし

て、１７ページの横の表でございますが、これが本年、道教委の方から出された２３年から２５
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年までの配置計画、さらには２６年から２９年までの４年間の見通しということで示されており

ます。上段の方につきましては、オホーツク東学区内の中卒者数の全体数、あるいは網走市の中

卒者数の数が記載されております。いずれも徐々に減って行く流れになっております。各学校ご

とということで、網走南ヶ丘から小清水高校まで、平成２２年度の状況、学科及び募集学級数が

記載されております。３町の状況については、先ほどご説明いたしましたとおりの状況となって

おります。とりあえず２３年から２５年はこのまま継続ということになりますけれども、２６年

以降の見通しといたしまして、先ほど申し上げた状況、減って行く場合には斜里郡３町による高

校配置のあり方について検討が必要ですという内容が示されております。これにつきましては昨

年からも示されておりまして、毎年３年ごとの導入がなされているということであります。本町

におきましては２０人というところを維持して行くということで、引き続き高校に対する支援を

継続して参りたいというふうに考えているところでございます。以上、説明を終わります。 
 
○委員長 
 高校の配置計画ということで説明がございました。委員の方、何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無ければ、次に移らさせて頂きます。⑥についてお願いいたします。 
 
○社会教育Ｇ総括主査 
 それでは私の方から、平成２２年度清里町中高校生海外派遣研修事業につきまして、ご説明を

させて頂きたいと思います。１８ページが生徒の参加生徒の一覧表、１９ページが日程表となっ

ております。１８ページの参加生徒の一覧になりますけれども、記載のとおり清里中学校から２

年生７名、ご覧のとおり全て女の子でございます。高校からは高校２年生７名、ご覧のとおり全

て男の子です。交換留学生につきましては、２年生の札弦７番地の垂石麻希さんでございます。

この子につきましては約１０ヶ月間の交換留学となります。引率の教員につきましては、清里中

学校が２年生の副担任であります竹内沙知絵先生、高校が２年生の担任であります桜井俊寛先生

が引率教員として同行いたします。町の教育委員会サイドの引率職員としましては学校教育グル

ープの清田主査が同行する予定でございます。続きまして１９ページの日程表でございます。日

程表につきましては昨年同様、１０泊１１日というようなスケジュールになりますが、清里高校

の都合によりまして、昨年のクライストチャーチの研修につきましてはモトエカ滞在後に行って

ましたけれども、今年につきましてはクライストチャーチ研修に先に行ってモトエカに入るとい

う形の流れに変わってございますので付け加えさせて頂きます。以上でございます。 
 
○委員長 
 ２２年度の中高校生海外派遣研修事業ということで説明がございました。委員の方、何かござ

いませんでしょうか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無ければ、生涯教育課全般として何かございませんでしょうか。 
 
○生涯教育課長 
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 はい。 
 
○委員長 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長 
 去る１２月３日の夜の強風におきます、学校、社会教育施設関係の被害状況につきまして、簡

単にご報告をさせて頂きたいと思います。まず、学校関係でありますけれども、清里小学校の前

の憩いの広場でございます。こちらの木製の街灯、山に向かって通路の側に立っている街灯なん

ですが、こちらが２本倒壊いたしました。また、倒壊の恐れのあるものが３本ほどございまして、

それは撤去してございます。これらについては、出来ましたら再度実態調査をした中で、木製と

いうこともございますので、今後また暴風等で倒れてしまっては危険ということで、とりあえず

撤去させて頂くという方向で今進めております。また、この広場の中の木が２本ほど折れている

ということでございます。なお、この広場の通路につきましては、現在封鎖しているところでご

ざいます。その他、光岳小学校の方でも校庭の木が４本折れまして、これも既に撤去作業を終了

してございます。江南小学校におきましては、閉校記念の看板が飛んだという状況があります。

中学校におきましても、校庭あるいはグラウンドの周りの木が４本ほど倒れたということで、こ

れも撤去処理を行ってございます。社会教育施設関連につきましては、モトエカ広場のトイレの

横にありました、広場の案内の看板が倒れておりまして撤去しております。また、野球場の周り

の木も２本ほど途中から折れたということで撤去しているところでございます。以上が今回の風

での倒壊並びに倒木の状況でありまして、それらにつきましては撤去等の処理を速やかに行いま

して、危険の内容に整備をしているところでございます。以上でございます。 
 
○委員長 
 委員の方、何かございませんでしょうか。 
 
○中西委員 
 今の被害のことで、光岳小学校のことですけれども、課長も行って見られていると思いますけ

れども、光岳小学校の道道沿いのトドマツは前回もそうだったんですが、何年か前にも３本か４

本道路に倒れたり、電線に引っかかったんです。ＰＴＡに聞いても自分達で倒すことも出来ない

し、どこかの専門家に切ってもらわなかったら、あそこは風が吹いたら、必ずすごく枝が落ちて

いたり、次の日に行ったら電線に引っかかっていたり倒れたりしている。あれはやっぱり教育委

員会の方で何とかしなきゃ、もう４０年も５０年も経っているものだと思うので、道路に倒れて

電線を切るだろうし、道路を走っている車にも迷惑もかけると思うんで、今後考えた方がいいと

思います。 
 
○生涯教育課長 
 おっしゃるとおりで、今回も電線に引っかかりまして、ＮＴＴに依頼してＰＴＡの方にもご協

力頂きながら撤去したということでございますので、他のまだ折れていない部分も枝等も調査し

て、倒壊の恐れがあるということであれば、枝を切るなり、あるいは撤去するなりして参りたい

と思います。 
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○委員長 
 よろしいですか。 
 
○中西委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無ければ全て終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 
 
○委員長 
 ２番、次回の委員会について事務局お願いします。 
 
○事務局長 
 次回の委員会ですが、先ほど総務の方からありましたように、１月に臨時議会が必要だという

ようになりますので未定ということで、日程が決まり次第お知らせをしたいと思います。 
 
○委員長 
 はい、わかりました。委員会の開催としてはまだ未定ということで。 

３番、その他。委員の方で何かございませんか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無ければ、事務局ありませんか。 
 
○事務局長 
 ございません。 
 
 

 ●閉会の宣告 

 

○委員長 

 無ければ、第１３回総務文教常任委員会を終わらせて頂きます。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時３５分） 

 

 


